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アフィリエイター満足度 No.1ASP、2 年連続「A8.net」
管理画面の使い易さを評価
スマホ対応は約 20％。スマホ関連サービスに約半数が関心。
「アフィリエイト・プログラムに関する意識調査 ２０１２」
特定非営利活動法人 アフィリエイトマーケティング協会
特定非営利活動法人（NPO 法人）アフィリエイトマーケティング協会（東京都港区／理事長 柴田健一）は、
このたび、2005 年の調査以来、6 回目となる意識調査として「アフィリエイト・プログラムに関する意識調査
2012 年」を実施し、本日付でその調査結果を発表した。
この調査は、主要アフィリエイト ASP の協力の下、主要アフィリエイト ASP に会員登録しているアフィリエイト
サイト運営者に対して調査を行ったもので、アフィリエイト・プログラムの利用年数や収入額、アフィリエイト
ASP の利用状況や満足度の高いアフィリエイト ASP、その他、スマートフォンやソーシャルサービスに関する
アフィリエイトの利用状況等、計 16 項目についてインターネット上でアンケートを行った。
調査期間

：2012 年 1 月 23 日～2 月 6 日

サンプル数

：3,388 サンプル

なお、本調査の内容は 2012 年 3 月 17 日（土）に開催された第 11 回アフィリエイト・カンファレンスで発表し
た。その時の発表内容は下記 URL にて公開中。
http://www.slideshare.net/npoama/2012-ama
『アフィリエイト・プログラムに関する意識調査 2012』

■ 最も満足度の高い ASP
（満足度の高い ASP 上位３つのうち、1 位の ASP）
エーハチネット（株式会社ファンコミュニケーションズ）
リンクシェア（リンクシェア・ジャパン株式会社）
アクセストレード（株式会社インタースペース）
楽天アフィリエイト （楽天株式会社）
Amazonアソシエイト（アマゾン ジャパン株式会社）
バリューコマース （バリューコマース株式会社）
Affiliate-B（株式会社フォーイット）
トラフィックゲート（リンクシェア・ジャパン株式会社）
ジャネット（株式会社アドウェイズ）
電脳卸（株式会社ウェブシャーク）
ADVack（株式会社サイトスコープ）
xmax（株式会社セプテーニ・クロスゲート）
0

200

400

-1-

600

800

1000

1200

アフィリエイターが選ぶ最も満足度の高い ASP として選ばれたのは前回の調査と同様に「A8.net（エーハチ
ネット）」だった。次に「リンクシェア」、「アクセストレード」「楽天アフィリエイト」の順であった。A8.net を評価す
る理由として「管理画面の使いやすさ」を上げる意見が圧倒的に多く、アフィリエイターの自己購入によって
アフィリエイト報酬が得られる「セルフバック」サービスを支持する意見や、提供されているアフィリエイト・プロ
グラムの多さを支持する意見も多く見られた。

■ スマートフォンについて
スマートフォンに対応したアフィリエイトサイトを持っていますか？

持っている
持っている
19％（633）
19％（633）

持ったことがなく、
持ったことがなく、
今後も持つ予定はない
今後も持つ予定はない
32％（1,082）
32％（1,082）

持っていないが、今後持ちたい
持っていないが、今後持ちたい
48％（1,617）
48％（1,617）

持ったことはあるが、
持ったことはあるが、
今は持っていない
今は持っていない
1％（49）
1％（49）

スマートフォン向けアフィリエイトのサービスを利用していますか？
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スマートフォン広告素材（エーハチネット）
スマートフォン向けのバナー配信テンプレート(リンクシェア)
TG Ad for SmartPhone ブラウザ版（トラフィックゲート）
スマートフォン対応フローティングバナー（トラフィックゲート）
スマートフォン イメージ広告・テキスト広告（バリューコマース）
スマートフォン アプリ広告（バリューコマース）
スマートフォン専用広告配信システム「iSmad 」（アクセストレー
ド）
スマートフォン対応広告（アクセストレード）
アプリ広告サービス（アクセストレード）
AffiliateB スマートフォン対応広告（Affiliate-B）
ADUnit「OnPageTypeバナー」「InPageTypeバナー」（ジャネット）

利用している
利用したことはあるが、今は利用していない

利用したことはないが、今後利用してみたい
利用したことがなく、今後も利用する予定はない

アフィリエイターのスマートフォンへの対応状況について、スマートフォンに対応したアフィリエイトサイトをもっ
ているアフィリエイターは 19％であり、48％のアフィリエイターは「持っていないが、今後持ちたい」と答えてい
る。また、各 ASP から提供されているスマートフォン向けサービスの利用状況について約半数のアフィリエイ
ターが「利用したことはないが、今後利用してみたい」と答えており、スマートフォンのアフィリエイトへの活用
について関心を持っている。
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■ ASP に求めるもの
あなたがASPに求めるものは？
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管理画面の使いやすさ

システムの安定運用

魅力的なECサイト獲得

問合せに素早く対応するサポート体制

より良い成果を出すためのアドバイスや情報提供

不正クリック、虚偽申込、誇大広告などの不正行為への取り組み

報酬支払条件の低額化

法律（薬事法、景表法等）に関する情報提供

ECサイトとの交流の場の提供

アフィリエイター同士の交流の場の提供

表彰やコンテストの開催

重要

やや重要

どちらでもない

あまり重要でない

全く重要でない

現在のひと月のアフィリエイトによる収入は、どの程度ですか？【50万円以上～100万未満】
×
あなたがASPに求めるものは？
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システムの安定運用
管理画面の使いやすさ
問合せに素早く対応するサポート体制
不正クリック、虚偽申込、誇大広告などの不正行為への取り組み
より良い成果を出すためのアドバイスや情報提供
法律（薬事法、景表法等）に関する情報提供
ECサイトとの交流の場の提供
報酬支払条件の低額化
アフィリエイター同士の交流の場の提供
表彰やコンテストの開催
重要
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どちらでもない

あまり重要でない

全く重要でない

ASP に対してアフィリエイターが重要視する項目は、「管理画面の使いやすさ」「システムの安定運用」「魅力
的な EC サイトの獲得」について重要視する意見が多く見られた。
また収入の多い属性においては、これらの項目に加え、「問合せに素早く対応するサポート体制」や「法律
（薬事法、景表法等）に関する情報提供」を重要視する意見が多く見られた。
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■ ひと月のアフィリエイトによる収入について
現在のひと月のアフィリエイトによる収入は、どの程度ですか？

50万円以上～100万円未満：2％（59）
50万円以上～100万円未満：2％（59）

100万円以上：3％（91）
100万円以上：3％（91）

20万円以上～50万円未満：4％（125）
20万円以上～50万円未満：4％（125）
10万円以上～20万円未満：3％（97）
10万円以上～20万円未満：3％（97）

収入はない
収入はない
20％（667）
20％（667）

5万円以上～10万円未満：4％（129）
5万円以上～10万円未満：4％（129）
3万円以上～5万円未満：4％（136）
3万円以上～5万円未満：4％（136）

5,000円以上
5,000円以上
～1万円未満
～1万円未満
6％（207）
6％（207）

1,000円未満
1,000円未満
32％（1,083）
32％（1,083）

1,000円以上
1,000円以上
～5,000円未満
～5,000円未満
17％（578）
17％（578）

ひと月のアフィリエイト収入が「1,000 円未満（0 円以上）」の割合が最も多く 32％、ついで「収入はない」20％、
「1,000 円以上～5,000 円未満」17％であった。「50 万円以上～100 万円未満」、「100 万円以上」の事業レ
ベルの収入のあるアフィリエイターは 2％、3％であった。
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■ 調査目的
本調査の目的は、アフィリエイト・プログラムの実態、および利用者の意識を中立的な立場で調査・公表
することにより、今後のアフィリエイトマーケティング業界の健全な発展と理解を促進し、現状や課題を正
しく把握してゆくとともに、将来のあるべき姿を模索し、かつ提唱してゆくことにある。
■ 今後の展開
アフィリエイトマーケティング業界の健全な発展と理解を促進し、現状や課題を正しく把握してゆく一助と
するため、今回の調査結果レポートだけでなく、アンケートで収集した生データについても、当協会の法
人正会員に対して、無償にて公開することとする。（2012 年 4 月下旬予定）
■ 第 11 回アフィリエイト・カンファレンスでの発表内容を公開
本調査の内容は 2012 年 3 月 17 日（土）に開催された第 11 回アフィリエイト・カンファレンスで発表した。
その時の発表内容は下記 URL にて公開中。
http://www.slideshare.net/npoama/2012-ama
『アフィリエイト・プログラムに関する意識調査 2012』

【特定非営利活動法人 アフィリエイトマーケティング協会】
所在地
： 東京都港区西麻布 4-3-11 泉西麻布ビル 3F 株式会社ベンチャーリパブリック内
理事長
： 柴田 健一
設立
： 2005 年 9 月 6 日 （NPO 法人としての登記日）
URL
： http://affiliate-marketing.jp/
■ 本調査の設問一覧（１６問）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

単一選択
複数選択
FA
単一選択
FA
単一選択
単一選択
単一選択
単一選択
複数選択
複数選択
複数選択
単一選択
単一選択
FA

アフィリエイト・プログラムを始めて何年ですか？
あなたが利用しているASPはどれですか？（複数選択可）
満足度の高いＡＳＰ上位３つをお答えください。
満足度1位のASPについて、最も満足度の高い理由は何ですか？
あなたがASPに求めるものは？
2012年に最もアフィリエイト広告を掲載したいと思う企業・サービスは？
スマートフォン向けアフィリエイトのサービスを利用していますか？
スマートフォン（iPhone、Androidなど）を持っていますか？
スマートフォンに対応したアフィリエイトサイトを持っていますか？
広告を掲載する際に、リンク先ページのスマートフォン対応状況を重要視していますか？
よく使っているソーシャルサービスを教えてください（複数選択可）
アフィリエイトサイトに、ソーシャルボタン(その他プラグイン含む)を設置していますか？（複数選択可）
ソーシャルサービスを利用する目的は何ですか？（複数選択可）
日本語以外の言語に対応するアフィリエイトサイトを作っていますか？
現在のひと月のアフィリエイトによる収入は、どの程度ですか？
2012年、アフィリエイト業界がさらに発展するための提言を「ズバリ一言」で！（20文字以内）

― 以 上 ―
本件に関するお問合せ
特定非営利活動法人 アフィリエイトマーケティング協会
市場調査担当

： 野崎、森本

E-Mail

： support@affiliate-marketing.jp

問合せフォーム

： http://affiliate-marketing.jp/contactus/
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